
抗原検査キット（抗原定性検査）の薬局
における販売について
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新型コロナウイルスの検査の種類について

※１ 有症状者への使用は研究中。無症状者への使用は研究予定。
※２ 使用可能だが、陰性の場合は必要に応じてPCR等を推奨。
※３ 推奨されない。

※４ 確定診断としての使用は推奨されない。感染拡大地域での医療機関や高齢者施設等で
スクリーニングに使用することは可能。

機器・製品の
イメージ

【出典】新型コロナウイルス感染症
病原体検査の指針（第4.1版）
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≪ＰＣＲ検査を受ける場合の主な流れ≫

受診・相談
センター

（県、保健所）

帰国者・接触者

外来

地域外来・検査
センター（医師会）

医療機関

民間検査機関

行政検査
＊水戸市保健所

＊衛生研究所 等

相談

相談・受診

（診療・検査医療機関など）

新型コロナウイルス検査の流れについて
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抗原検査キットとは

【種類】抗原定性検査

【使用する対象者】発症から９日目以内の有症状者

【検体】鼻咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液
＊鼻腔ぬぐい液は自己検体採取が可能

□メリット
・どこでも検査ができる（大きな検査機器は不要）
・結果判明が短時間

■デメリット:
・PCR検査や抗原定量検査に比べると精度が落ちる
・偽陽性、偽陰性の発生リスク

（参考）
現在、厚生労働省のホームページで、承認された１８種類の抗原簡易キットを確認い
ただけます。（３種はインフルエンザの検査も可能であり薬局販売の対象外です）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html
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「基本対処方針」における抗原検査キットの位置付け

 ５月７日付け基本的対処方針 （福祉施設関係）
（本文から抜粋）

また、政府は、医療機関や高齢者施設等において従事者等に軽度であっても症状が現れた場合に、早期に陽
性者を発見することによって感染拡大を防止する観点から、迅速に検査を実施できるよう、都道府県と連携し
つつ抗原簡易キット最大約800万回程度分を５月中旬を目途に確保の上、従事者数等に応じた形で、速やかに
配布を開始し、可能な限り早く施設への配布を進める。

 ５月２８日付け追記 （学校関係、職場関係）
政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、健康観察アプリも活用し、医療機関との

連携体制の確立を図りつつ、大学、専門学校、高校、特別支援学校等に対して、最大約80万回程度分の抗原簡
易キットの可能な限り早い配布を進め、抗原簡易キットを活用した軽症状者に対する積極的検査を速やかに実
施。

職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施
するよう促すとともに、 （中略） 迅速かつ適切に検査が実施されるよう、検体採取に関する注意点等を理解し
た職員等の管理下で検査を実施させる。

 ８月１７日付け追記 （保育所関係）
医療機関や高齢者施設、保育所等において従事者等に毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリも活

用しつつ、迅速に検査を実施できるよう、都道府県と連携しつつ抗原簡易キット最大約 800万回程度分を確保
し、令和３年６月から配布を開始したところ。
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抗原検査キットの本県での活用
 厚生労働省による抗原検査キットの配布について
【国の方針】
・５月７日付け基本的対処方針において、高齢者施設等への検査キット配布が盛り込まれた。

⇒ 厚生労働省から都道府県を通して、全国の福祉施設等に抗原簡易キットの一斉配布が決定

【本県の対応】
・福祉施設:計1,555施設／1,683施設に合計170,060本を配布（９月中旬配布完了）
・保育園及び認定こども園:計409施設／1,062施設に合計20,450本を配布（10月発送予定）
・放課後児童クラブ:計698施設すべてに合計35,000本を配布（10月発送予定）

※ 幼稚園や小中高校、大学については、文部科学省から配布
⇒ 本県においても、教育庁を通じて随時配布が予定されている

 一般の事業所に対する活用の呼びかけ
【国の方針】
・国の事務連絡（6/1、6/25付け）により、医療機関ではない一般の事業所においても、

新型コロナウイルス抗原検査キットの購入及び従業員に対する自主検査が可能となった。

【本県の対応】
県内経済団体への周知:以下の団体を通じて加盟事業所へ幅広く周知
⇒ ８商工会議所、43商工会、県商工会連合会、県商工会会議所連合会、

県経営者協会、県中小企業団体中央会
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薬局での抗原検査キットの取扱いについて

≪事務連絡≫
新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での
医療用抗原検査キットの取扱いについて
・令和３年９月27日発出
・厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部／厚生労働省医薬・食品衛生局総務課

（ダウンロード）
https://www.mhlw.go.jp/content/000836277.pdf
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薬局での抗原検査キットの取扱いについて（R3.9.27国事務連絡）

≪基本的な考え方≫（抜粋）
○ 今般の対応については、新型コロナウイルスの感染が拡がる中、抗原検査キットをより入手

しやすくし、家庭等において、体調が気になる場合等にセルフチェックとして自ら検査を実
施できるようすることで、より確実な医療機関の受診につなげ、感染拡大防止を図るため、
特例的に、新型コロナウイルス感染症に係る医療用抗原検査キットを薬局で販売することを
差し支えないこととするものであること。

○ 医療用抗原検査キットは、無症状者に対する確定診断には推奨されず、有症状者であっても
ウイルス量が少ない場合には、感染していても、結果が陰性となる場合があるため、陰性で
あったとしても引き続き感染予防策を講じる必要があること。

○ 体調不良等の症状を感じる者が購入のために来局することは、感染対策の観点から避けるべ
きであり、そのような場合は医療機関を受診するものであること。

○ 医療用抗原検査キットは、薬機法における薬局医薬品として取り扱われるものであり、販売
に当たっては、
・ 薬剤師により、必要な情報提供や薬学的知見に基づく指導を行うとともに、適正な使用を

確保できないと認められる場合は、販売又は授与してはならないこと
・ 販売した数量や日時、情報提供や指導の内容を理解したことの確認結果の保存等が求めら

れていること
等を踏まえ、丁寧な説明や、販売に当たっての記録の保存等を適切に行う必要があること。
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抗原検査キット販売時の留意事項について 保健福祉部医療局薬務課

◆家庭等で、体調が気になる場合などにセルフチェックとして使用することを前提とし、
陽性であった場合は、医療機関を受診
陰性の場合でも、偽陰性の可能性も考慮し、症状がある場合には 医療機関を受診
検査の実施方法（取扱い方）

これらのことについて、丁寧且つ十分に理解できるよう説明を行うこと。

上記内容を理解していることを確認するため、別添様式に署名を求めること。

◆販売に当たっては、外箱の写しなど薬機法第50条に規定する事項(直接の容器等の記載
事項:業者氏名等、名称等)を記載した文書及び同法第52条に規定する添付文書又はその
写しの添付を行うこと。なお、販売価格については、社会的にみて妥当適切なものとす
ること。

◆使用しようとする者（同居家族等を含む。）への販売であることを踏まえ、他の薬局か
らの購入等の状況を確認した上で、適正な使用のために必要と認められる数量に限って
販売すること。

◆薬局医薬品を販売した場合は、品名、数量、販売の日時等を書面に記載し、２年間保存
すること。〔薬機法施行規則第14条第３項〕

説 明 ・ 確 認 事 項
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別添様式 R3.9.27国事務連絡における「別添２」
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抗原検査キット販売時の留意事項について 保健福祉部医療局薬務課

そ の 他

◆「医療用抗原検査キットを取り扱っている」ことが購入希望者に分かるよう、薬局に掲示可能。
ただし、掲示の際、「医薬品等適正広告基準」等に留意し、商品名を使用することや受診が不

要である等の不適切な表示、広告を行わないことに留意。
なお、薬局と同一区画内に隣接する店舗販売業の店舗においては、薬局で取り扱っていること

が分かるよう、上記の掲示を行うことは差し支えない。⇒ 次に掲示例表示

◆研究用抗原検査キットを販売している場合は、購入しようとする者が 研究用抗原検査キットと新
型コロナウイルス感染症に係る医療用抗原検査キット※を混同することがないよう、また、研究用
抗原検査キットについて診断目的と誤認することがないよう特段留意すること。

※国内で15種類販売。それぞれの包装単位、構成品、使用方法等が異なることから、卸売業者
等に確認が必要。

◆客の求めに応じるのでなく事前に小分け（個別包装）しておくことは、薬機法上、小分け製造に
該当し、別途「体外診断用医薬品製造業」の許可等が必要になることから留意すること。

◆このほか、卸売販売業者（小規模卸含む。）の販売先として特例的に認められた事業者（企業
等）に対し、抗原検査キットを販売する場合は、国通知（R3.6.28事務連絡）に基づき、確認書
の提出が必要になるので留意すること。 ⇒ 次に「確認書」様式表示 12



※薬局掲示例（日本薬剤師会作成）＊日薬ＨＰを参照
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【参考】
事業者に対して抗原検査キットを販売する場合は、原則、卸売販売業（小規模卸含む。）

の許可が必要になります。
（表面） 抗原検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書

（裏面）
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○抗原簡易キットの販売先について （令和3年6月28日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡）
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yakumu/yakuji/seizougyoutou/tuutikankei/r3tuuchi.html （＊薬務課HP掲載）

○職場での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html （＊厚労省HP掲載）



抗原検査キットの使用方法、留意点

〇 衛生的に取り扱うこと（綿球は絶対に触らないことなど）

〇 鼻腔検体採取時には、「くしゃみ」が出ることがあるので、周辺には
人がいない場所、換気のいい場所が望ましい。

〇 各製品の取扱い説明書や、メーカーウェブサイトの動画などを参考
に、正確な検体採取方法、検体液の調整方法、滴下方法、判定時間など
を理解のうえ、検査を実施すること。

〇 偽陽性、偽陰性が発生する可能性があることを理解すること。

〈実演〉

鼻腔ぬぐい液
→自己採取可能

鼻咽頭ぬぐい液
→医師等による採取が必要 16



抗原検査キットで陽性になったら

購入者に対し、次の内容を必ずお伝えください。

１ 抗原検査キットは、体内のウイルス量が高くないと、陰性となることがありま
す。症状がある場合は、医療機関を受診してください。

２ 陽性となった場合は、感染防止対策（マスクや消毒など）をとって、速やかに
医療機関を受診してください。

３ ただし、偽陽性も考えられます。医療機関での検査の結果、陰性となりうるこ
ともあることをご理解ください。

４ 医療機関を受診するときは、県のホームページから、かかりつけ医等のお近く
の「診療・検査医療機関」を選び、必ず事前に連絡して、状況を説明してから受
診してください。

→「診療・検査医療機関」は、県のホームページで公表しています。
（「茨城県 診療・検査医療機関」で検索）

→かかりつけ医などを持たず、どこで受診すればよいか不明な方は、
「茨城県新型コロナウイルス感染症受診・相談センター」まで。

（☎０２９－３０１－３２００）＊8:30～22:00、年中無休
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抗原検査キットの販売に当たっての改めてのお願い

〇 使用者の確認

〇 偽陽性、偽陰性の発生リスクの理解

〇 使用の条件（基本的には有症状者）

〇 安全な検体採取方法

〇 陽性時の対応

→「抗原検査キット」の情報は、県のホームページで公表しています。
（「茨城県 抗原検査キット」、「茨城県 感染症対策課」等で検索）

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/yobo/kogenkani.html

→R3.10.20 日本薬剤師会「薬局における「新型コロナウイルス感染症医療用
抗原検査キットの取扱いについて（販売にあたっての留意点）」（←自己学
習用スライド）も、事前に必ずご確認ください。
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最後に

〇 国は「ワクチン・検査パッケージ」と称して、ワクチン接種証明
や、検査の陰性証明などの提示により、感染防止対策と社会経済活動
の両立を図る方針を出しています。

〇 自身の検体採取による抗原検査キットの活用方法はまだ未知の部分
がありますが、今後、国でも検証を重ね、また、製品の改良などに
よっては、私共の生活の中で重要な検査として位置付けられる可能性
があります。

〇 検査に係る国の動向に注視いただき、最新の情報を購入者等へ提供
いただきますようお願いいたします。
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